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第10回全国和牛能力共進会の成績報告
〜がんばろう宮城!!　「茂洋」で魅せるぞ　宮城の底力〜

公益社団法人　全国和牛登録協会宮城県支部
主　　催　　公益社団法人　全国和牛登録協会
運営団体　　第10回全国和牛能力共進会長崎県実行

委員会
参　　加　　全国38道府県
最終審査　　
会　　期　　平成24年10月25日（木）〜29日（月）
会　　場　　種牛の部：長崎県佐世保市

ハウステンボス
肉牛の部：長崎県佐世保市

佐世保市食肉地方卸売市場
出品頭数　　種牛305頭、肉牛175頭、合計480頭

全共は、それぞれの時代における和牛生産と改良
上の重要課題を反映した出品区を設定し、日常の登
録事業を通じた改良成果の検証と併せて、次世代を
託せる素材の選抜と展示により、今後の和牛改良の
方向性を明示する場として開催されました。
本県からは、宮城県基幹種雄牛「茂洋」号産子12
頭を中心に４地域（仙南、みどりの、栗原、登米）
より26頭（種牛18頭・肉牛８頭）が９部門に出品し
ました。

本県の成績は、第２区・第３区・第４区・第７区
において上位６席までの優等賞を受賞し、前回を上
回る成績であり、宮城県基幹種雄牛「茂洋」号が種
牛として評価された結果と考えられます。特に、第
４区（系統雌牛群）に出品したみどりの和牛育種組
合は、本県初の優等賞３席及び特別賞として「体の
深み賞」を受賞しました。
更には、本共進会の付帯行事として開催された、
和牛審査競技会（後継者の部）において、登米市の
守屋和典さんが４位に入賞しました。
また、第11回全共宮城県大会開催に向けて、次回
開催県ブースを設置し、宮城県の特産品である宮城
米を使ったおにぎりの配布や日本酒の試飲、パンフ
レット入りエコバックの配布を行い宮城県の良さを
全国にＰＲしました。
銘柄牛ＰＲブースでは、「仙台牛」の試食を実施。
約2,000食におよぶ焼肉の提供を行い、来場者には
大変な好評を得ることが出来たと同時に、「仙台牛」
のＰＲを行うことが出来ました。本県出品牛の成績
は次のとおりです。

出品区 賞　名 名　号 生年月日 父　牛 母の父 母の母の父 市　町 氏　名
第１区 １等賞２席 平茂洋 H23.2.28 茂洋 平茂勝 第５隼福 大崎市 宮城県畜産試験場
第２区 優等賞５席 たからしげ H23.7.1 茂洋 平茂勝 北国７の８ 登米市 小野寺正人
第３区 優等賞５席 ゆいこ H23.3.13 茂洋 勝忠平 平茂勝 栗原市 田中　祐久

第４区 優等賞３席
体の深み賞

かみふく H17.3.6 神勝福 第２波茂 茂重波 涌谷町 西山　儀輔
かみざくら H19.3.3 神勝福 第２波茂 北国７の８ 涌谷町 佐々木　衛
ふくかみ H19.2.3 神勝福 第２波茂 宮滝 大崎市 早坂　武志
いわふく H17.4.2 神勝福 第２波茂 茂重波 大崎市 佐藤　敬一

第５区 １等賞２席

さくら H20.4.23 茂洋 平茂勝 忠福 栗原市 二階堂秀雄
ひらまつ H18.8.2 茂勝 平茂勝 北国７の８ 栗原市 加藤　　淳
あきしげ H17.12.1 茂勝 平茂勝 紋次郎 栗原市 菅原　　昭

ひらしげひめ H16.8.21 茂勝 平茂勝 菊谷 栗原市 菅原　和夫

第６区 １等賞５席
かねおく H16.1.3 奥北茂 北国７の８ 安金 登米市 佐々木昌典

おくやすひら H17.12.12 糸安平 奥北茂 北国７の８ 登米市 佐々木昌典
おくやすただ H21.12.20 平忠勝 糸安平 奥北茂 登米市 中川　弘明

第７区 優等賞６席

まちこ H23.4.26 茂洋 平茂勝 神高福 登米市 千葉　　啓
ふくこ H23.4.18 茂洋 福桜 安平 登米市 大立目敏夫
いくえ H23.3.24 茂洋 金幸 平茂勝 登米市 守屋　慶市
しげひら H23.3.1 茂洋 奥北茂 平茂勝 登米市 服部　泰啓
俊洋 H22.11.21 茂洋 百合茂 忠福 川崎町 小賀坂　実
茂菊 H22.11.9 茂洋 北国７の８ 菊谷 登米市 千葉　　敏
源氏 H22.10.1 茂洋 平茂勝 安福165の9 登米市 佐瀬　　德

第８区 ２等賞
成平茂 H22.11.23 平茂桜 糸安平 茂糸波 角田市 森谷　　茂
平茂洋 H22.11.18 平茂桜 茂勝 安平 登米市 千葉英軍司
桜平茂 H22.10.28 平茂桜 百合茂 平茂勝 川崎町 内形　利雄

第９区 １等賞
勝忠洋 H22.11.23 茂洋 勝忠平 平茂勝 登米市 千葉　正憲
茂福栄 H22.10.26 茂洋 福栄 北国７の８ 登米市 千葉　　敏
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宮城県出品者入場行進

第７区　総合評価群　優等賞６席

審査競技会表彰式

第２区　若雌の１　優等賞５席

第４区　系統雌牛群　優等賞３席　上位入賞牛パレード

宮城県知事訪問
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第52回仙台牛枝肉共進会終了報告

全国農業協同組合連合会宮城県本部
農林水産祭参加　第52回仙台牛枝肉共進会は、11月４日〜７日の期間で仙台中央食肉卸売市場において開
催され、盛会のうちに終了しました。
《チャンピオン牛》

第１部　黒毛和種去勢の部
出 品 者　　川口　公司（ＪＡみやぎ登米）
血　　統　　父：安福久　母の父：第２平茂勝
規　　格　　Ａ−５　　　枝肉重量　　541.0㎏
枝肉単価	 10,003円

第２部　黒毛和種メスの部
出 品 者　　大友　　学　（ＪＡ古川）
血　　統　　父：茂洋　　母の父：北国４の３
規　　格　　Ａ−５　　　枝肉重量　　450.0㎏
枝肉単価	 5,025円

１）出品財の概要について
格付は「Ａ−５」で枝肉重量541.0kg、ロース面積80㎠、バラの厚さ9.5㎝、皮下脂肪の厚さ1.6㎝、歩留基

準値78.0と、外観・肉質ともに大変優れていた枝肉であった。
２）審査経過
出品頭数は150頭、枝肉重量の平均は517.8㎏（最大614.5㎏最小413.5㎏）であった。枝肉等級の格付状況は

５等級82頭（55.0％）、４等級54頭（36.2％）、３等級13頭（8.7％）で、４等級以上（上物率）は91.3％であった。
外観的には屠体の厚みに富み、全体のバランスが良く、ロース面積並びに腹鋸筋の厚みがある肉付が充

実したもの多かったが、枝肉重量に対して肩やバラの厚みに欠けるものが見受けられた。
肉質面では、全体的に脂肪交雑の形状が細かく、肉締まり・きめと共に脂肪の質も良好なものが多かっ

たが、脂肪交雑に比べ肉の光沢・肉締まりが見劣り等級を下げた枝肉も目立った。
（生産販売課　赤田健太）

第１部　去勢の部　チャンピオン牛 第２部　メスの部　チャンピオン牛

チャンピオン賞受賞者（左：大友　学氏　右：川口公司氏）
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平成24年度上半期生乳需給状況について
東北生乳販連宮城支所　　
みやぎの酪農農業協同組合

（社）中央酪農会議では平成24年度生乳計画生産について、生乳の安定供給と生産基盤の回復を目指すため、
東北地域への目標数量の設定に当たっては、酪農家の生産意欲を喚起し得る配分数量となる増産型目標数量
が設定されました。
１．生乳需給状況
（1）全　国

平成24年度４月〜９月の受託乳量は3,699,658㌧、前年同期比2.4％増加しました。地域別には、北海道
が1.4％増加し、都府県も3.4％増加と上回って推移しています。

（2）東　北
４月〜９月の受託乳量は294,350㌧、前年同期比8.6％と増加し東日本大震災からの回復は見られるもの

の、22年度４月〜９月受託乳量309,549㌧、22年度同期比では△５％と下回って推移しています。
（3）用途別販売実績

東北の用途別販売実績は、４月〜９月の飲用牛乳向け208,984㌧、前年同月比3.4％増加しました。特定
乳製品向け38,376㌧、前年同月比32.8％増加しましたが、22年度特定乳製品向け40,602㌧、22年度対比で
は△5.5％と減少しています。その他の用途別については、はっ酵乳等向け17.9％増加、チーズ向け0.2％
増加、生クリーム等向け19.1％増加となっております。大震災からの生乳生産量の回復により全用途で前
年を上回っております。

（4）宮城県
４月〜９月の受託乳量は63,038㌧、前年同期比9.6％増加しましたが、22年度４月〜９月受託乳量66,317

㌧、22年度同期比では△５％の減少となっております。直近の９月においては三団体とも増加幅が狭く
なっており前年同月比2.3％の増加で、22年度９月10,262㌧、22年度同月比では△５％減少しています。
また、宮城県の生乳計画生産出荷目標数量129,532トンに対して、△1,908㌧の未達となっております。

（販売課　村田孝志）

平成24年度全国生乳受託実績 （単位：㌧、％）
月

地区名 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 ４〜９月計前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比
北　海　道 316,390 100.5 330,621 101.0 322,733 101.0 328,536 102.3 325,058 102.3 309,668 101.6 1,933,006 101.4
都　府　県 308,973 106.1 316,276 101.8 296,424 103.4 291,441 104.6 280,930 102.6 272,608 101.8 1,766,652 103.4
全　　　国 625,363 103.2 646,897 101.4 619,157 102.2 619,977 103.4 605,988 102.4 582,276 101.7 3,699,658 102.4

平成24年度東北生乳受託・用途別販売実績 （単位：㎏、％）
月

県 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 ４〜９月計前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比
青　　　森 5,910,260.0 108.8 6,082,001.0 105.2 5,736,709.0 105.1 5,744,430.0 105.0 5,628,354.0 101.1 5,233,651.0 97.4 34,335,405.0 103.8
岩　　　手 17,984,525.0 113.7 18,370,200.0 106.7 17,495,858.0 107.0 17,854,605.0 109.2 17,319,978.0 103.9 16,649,553.0 101.9 105,674,719.0 107.0
宮　　　城 10,901,614.0 116.9 11,238,182.0 109.6 10,489,975.0 109.1 10,555,401.0 113.9 10,095,595.0 106.2 9,758,768.0 102.3 63,039,535.0 109.6
秋　　　田 2,762,478.0 113.1 2,805,104.0 111.2 2,670,968.0 113.2 2,662,285.0 113.0 2,585,589.0 108.1 2,526,212.0 105.7 16,012,636.0 110.7
山　　　形 6,396,005.5 104.0 6,602,657.0 104.6 6,191,076.5 106.4 6,173,502.0 109.7 5,888,190.0 102.9 5,574,768.0 100.8 36,826,199.0 104.8
福　　　島 6,614,771.0 278.5 6,721,757.0 112.1 6,480,093.0 110.9 6,412,644.0 108.7 6,260,784.0 104.4 5,971,606.0 100.3 38,461,655.0 119.9

計 50,569,653.5 121.8 51,819,901.0 107.8 49,064,679.5 108.0 49,402,867.0 109.9 47,778,490.0 104.2 45,714,558.0 101.3 294,350,149.0 108.6

（単位：㎏、％）
月

用途 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 ４〜９月計前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比
総受託販売乳量 50,569,653.5 121.8 51,819,901.0 107.8 49,064,679.5 108.0 49,402,867.0 109.9 47,778,490.0 104.2 45,714,558.0 101.3 294,350,149.0 108.6
飲
用
等
向
け

飲用牛乳向け 32,610,696.5 106.4 35,833,449.0 101.2 36,296,317.5 104.5 35,467,702.0 104.6 33,447,117.0 103.1 35,328,864.0 101.0 208,984,146.0 103.4
（うち学乳向け） 2,121,953.9 133.3 3,185,814.5 114.7 3,090,979.4 91.2 2,172,802.9 102.0 947,088.1 94.5 2,854,441.2 96.3 14,373,080.0 103.7
はっ酵乳等向け 5,589,837.0 164.2 5,580,405.0 117.3 5,714,661.0 117.0 6,024,534.0 124.8 5,782,250.0 96.3 5,639,268.0 107.7 34,330,955.0 117.9

乳
製
品
向
け

特定乳製品向け 10,166,508.0 166.3 8,463,651.0 136.9 4,916,093.0 123.2 5,711,265.0 136.5 6,573,732.0 118.2 2,544,660.0 88.8 38,375,909.0 132.8
（うち委託加工向け） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
生クリーム等向け 1,966,077.0 170.8 1,681,134.0 114.6 1,878,489.0 121.1 1,939,309.0 109.7 1,693,730.0 106.3 1,966,798.0 108.6 11,125,537.0 119.1
チーズ向け 234,135.0 109.3 258,782.0 104.8 256,719.0 89.7 257,577.0 100.0 279,181.0 103.2 232,568.0 96.6 1,518,962.0 100.2
全乳哺育向け 2,400.0 230.8 2,480.0 100.0 2,400.0 100.0 2,480.0 100.0 2,480.0 100.0 2,400.0 100.0 14,640.0 110.2

平成24年度宮城県生乳受託販売実績 （単位：㎏、％）
月

団体名 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 ４〜９月計前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比
み や ぎ の 6,117,572 115.9 6,309,689 108.2 5,917,691 108.0 5,975,857 113.9 5,701,111 105.3 5,542,022 103.1 35,563,942 109.0
全 農 宮 城 1,758,402 117.1 1,811,276 111.7 1,674,122 109.9 1,675,521 112.6 1,611,419 107.0 1,542,173 100.5 10,072,913 109.8
宮 城 酪 農 3,025,640 119.1 3,117,217 111.4 2,898,162 110.9 2,903,023 114.7 2,783,065 107.5 2,674,573 101.5 17,401,680 110.8
宮　城　県 10,901,614 116.9 11,238,182 109.6 10,489,975 109.1 10,554,401 113.9 10,095,595 106.2 9,758,768 102.3 63,038,535 109.6
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宮城県牛乳普及協会
10月13日（土）、14日（日）の２日間	“牛乳・乳製品フェア2012”	が仙台市勾当台公園において開催しました。
今年は“ねんりんピック宮城・仙台”も仙台陸上競技場で開催されており、宮城県内のみならず県外からの来場
者も多数見られました。
奥州柴田一番太鼓様による和太鼓演奏からイベントが始まり、気仙沼西高校の生徒が考案した「秋の野菜
たっぷり鮭団子ミルク鍋」「ミルク餃子鍋」の試食会、ご当地ヒーローの	“未知ノ国守ダッチャー”	の登場に
子供達が大喜び！握手・写真撮影に大いに盛り上がりました。
ワールドクッキングMILKサミットでは、ミルクを使ったイタリア料理「鶏肉のカチャトラ・ミルク風味」、
インド料理「バダムミルク」を紹介。
ミルクキッチンコーナーでは、森永乳業㈱の遠藤先生が「かんたんタコライス」、㈱明治の夏井先生が「ヨー
グルトティラミス」、「ホエイ入りアップルジュース」を紹介、試食しました。雪印メグミルク㈱の菊地先生
は「親子パンケーキデコレーション試食教室」を行い、小さなお子様連れの親子が楽しんでいました。
乳搾り体験では、多くの親子が体験し、順番を待っている間には紙芝居の読み聞かせをしました。体験後

「お母さん牛は本当は子供にお乳を飲ませたいのに、人に飲んでもらうためにお乳を出すんだね」と親子の会
話が聞こえました。
14日には料理研究家の森崎友紀さんをゲストに、“牛乳乳製品は健康維持のため、お子さんからご高齢の方
までみなさんに摂っていただきたい食品です”	と、「ゴロゴロ野菜のクラムチャウダー」を作っていただきま
した。
カフェコーナーは、復興支援チャリティーとし、4000個の紙コップが無くなるほど盛況で、多くの寄付金
が集まりご協力していただいた方には深く感謝申し上げます。
また、ミルクキャンペーンキャラクター選考会を開催し、来期の２名が決定いたしました。共進会、各種
イベントに協力したいと思っておりますのでお声がけください。
今年の牛乳・乳製品フェアは天候にも恵まれ、家族連れが多く、大人から子供まで楽しめる、笑顔と笑い
があふれる２日間となりました。
生産者は日々安全な牛乳の提供に努めており、消費者の皆さんの牛乳・乳製品に対する意識向上を図れる
よう、なお一層の普及活動を行ってまいります。

（宮城県牛乳普及協会　鹿野浩子）

気仙沼西高校考案の大鍋レシピはＨＰに掲載します。
ＵＲＬ　http://miyagi-milch.jp/
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地方競馬全国協会からのご案内
「地方競馬の馬主になりたい！」という方は地方競馬全国協会までご連絡下さい。
地方競馬の馬主登録制度についてご案内いたします。
なお、地方競馬の馬主情報については、地方競馬サイト（http://www.keiba.go.jp/）でもご覧になれます。

（担当：審査部登録課　電話０３－３５８３－２１４２）

地方競馬の普及啓蒙を目的に、平成24年11月17日（土）、岩手競馬水沢競馬場において岩手県競馬振興協議
会（社団法人岩手県畜産協会）、宮城県地域畜産振興協議会（社団法人宮城県畜産協会）主催による「岩手競
馬ファン感謝・畜産フェア」を開催しました。
また、東日本大震災の被災県で生産・製造されている畜産物の安全性の普及啓発と消費拡大を推進するた
め、馬事畜産振興協議会（事務局：社団法人中央畜産会）による「食べて応援しよう！」畜産フェアも同時
開催しました。
当日は、第８回水沢競馬の開催初日で、空はあいにくの曇天にもかかわらず、待ちわびた大勢の岩手競馬ファ
ンが入場、正門及び南入場門において、地方競馬のファンの獲得と、畜産物消費拡大を目的に、来場者へ畜
産加工品（岩手県からはウインナーソーセージ・豚ジンギスカンのセット、宮城県からはレトルトカレー）
の引換券計1300枚を配布・引換をおこないました。
競馬を楽しんだあとに、畜産加工品をプレゼントされた来場者は、大変よろこんでいました。

（総務課　山﨑　哲）

「岩手競馬ファン感謝・畜産フェア」開催

社団法人宮城県畜産協会

「馬事畜産振興現地検討会」の報告

社団法人宮城県畜産協会
平成24年11月19日（月）、岩手競馬水沢競馬場において、地方競馬の普及啓蒙に資するため宮城県地域畜産
振興協議会（社団法人宮城県畜産協会）主催による現地検討会を開催しました。
ピーク時の平成３年から７割近く売上が減少している地方競馬の現状を視察した参加者は、地方競馬の厳
しい経営状況を心配しながらも、競走馬の迫力あるレースに興奮し、競馬の魅力が多くの人に伝わることを
願っていました。また、施設の清掃も行き届いており、分煙もされているなど女性にも親しみやすいとの声
もあり、経営の努力を垣間見ることができた有意義な現地検討会でした。

（総務課　山﨑　哲）
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「宮城の畜産物フェア」を開催しました！！

社団法人　宮城県畜産協会
本会では、昨年の東日本大震災及び放射能汚染事故に伴い、風評被害に苦しむ県内畜産経営者等を救済す
るため、昨年度に引き続き「民間グループ被災畜産農家救援活動推進事業」を実施しております。
去る11月３日〜４日の２日間「食べて応援しよう」をスローガンに、仙台市「三井アウトレットパーク仙
台港」のP6駐車場特設会場にて「宮城の畜産物フェア」を開催しました。
今回のイベントには、（株）花兄園・（財）蔵王酪農センター・ジャージー牧場（株）・（有）伊豆沼農産・

（有）とんたろう・仙台牛銘柄推進協議会【試食のみ】・宮城野豚銘柄推進協議会【試食のみ】の７店が出店
しました。
開催内容としては、試食・試飲と直売がメインです。また、出店業者から購入すると「お楽しみ抽選券」
が貰え、アウトレット店内のレシートやキリンビール仙台工場のパンフレットを持参された方も含めて、先
着1,000名に仙台牛や出店業者のギフトセット等が当たる大抽選会を行いました。
来場者には、アンケートの記入もお願いしました。畜産物の購入に関する内容では、「被災地支援のため宮
城県産を意識して買いたい」が55%を占める一方で、「価格により購入する」が23%を占め、景気低迷による
買い控えを実感しました。コメント欄には、畜産農家・畜産業者の皆さんへの応援メッセージや共に復興へ
頑張ろう等という内容の激励メッセージを多くいただきました。放射能に関しては、「どの基準を信じていい
のかわからない」、「子供達への影響が心配」等という不安視する意見もありました。今回のイベントで、消
費者に「顔と味」を覚えて頂き、畜産農家や加工業者の更なる飛躍に繋がる事を期待したいものです。
本イベント開催にあたり、会場のご提供を頂いた三井アウトレットパーク仙台港、抽選会ノベルティーの
ご協賛を戴いたキリンビール、北日本くみあい飼料、全農物流、パールライス宮城の各社には多大なるご支
援を賜り感謝を申し上げ開催の報告とします。

（経営支援課　庄司清文）

▲牛肉・豚肉の試食

▲抽選会の列

▲プリンの試食

▲抽選テント

▲販売

▲抽選中
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『食べて応援しよう　畜産フェア』の
ファーマーズ＆キッズフェスタ2012への参加報告

社団法人　宮城県畜産協会
去る平成24年11月10日（土）、11日（日）に東京都日比谷公園において開催された『ファーマーズ＆キッ
ズフェスタ2012』（主催：第３回ファーマーズ＆キッズフェスタ実行委員会）へ、『食べて応援しよう　畜産
フェア』を実施しました（実施者：畜産経営支援協議会）。
当日は、「民間グループ被災畜産農家救援活動推進事業」の補助を受け、被災県畜産物の安全性の普及啓発
並びに消費拡大に資するため、下記により福島県並びに宮城県産黒毛和牛肉の試食会を開催し、試食された
方々より大変好評を得るとともに、募金や応援メッセージ等も頂きました。

１　試食会内容
平成24年11月10日（土） 平成24年11月11日（日） 備考試食開始時間 試食数・牛肉産地 試食開始時間 試食数・牛肉産地

10：30 100食・宮城県産 10：30 100食・福島県産

1食当り　50g11：30 200食・福島県産 11：30 200食・宮城県産
13：00 200食・宮城県産 13：00 200食・福島県産
14：30 100食・福島県産 14：00 100食・宮城県産

（経営支援課　石川正志）

俺たちの豚肉を食ってくれ（被災地復興ブース）に参加して

社団法人　宮城県畜産協会
東京・日比谷公園において、11月10日（土）〜11日（日）の２日間、第51回農林水産祭「実りのフェスティ
バル」及び第３回 ｢ファーマーズ＆キッズフェスタ2012｣ が開催されました。その中で、（一社）日本養豚協
会（JPPA）では、全国の若手養豚農家が集まり、消費者へ美味しい豚肉をアピールするため、｢俺たちの豚
肉を食ってくれ｣（通称：俺ぶた）という企画で参加しました。
今年で６回目の開催となる ｢俺ぶた｣ は、例年の ｢しゃぶしゃぶ｣ の試食会を始め、子豚との触れ合い、
クイズ大会など盛りだくさんのイベントが開催されました。
また、昨年の東日本大震災や放射能汚染事故により、全国からご支援をいただいた感謝の気持ちとお礼を
込めて、岩手・宮城・福島の被災３県による「被災地復興」の特設ブースが設置され、パネル展示や焼肉の
試食会を行いました。
試食会では、被災３県産の豚肉を使用し、午前と午後の２回開催し、１回につき40㎏（約700食）、2日間で
160㎏（約2,800食）の焼肉を振る舞い、来場者の笑顔と声援に励まされながら、盛会に終了する事が出来ました。

（経営支援課　庄司清文）

▲パネル展示を見ています。 ▲鉄板で豚肉を焼いています。 ▲豚肉です。どうぞ！
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（草地飼料部　中鉢正信）

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
12
月
１
月

NAR 地 方 競 馬 全 国 協 会 岩手競馬（盛岡・水沢開催）12・１月　開催予定表

※開催期間中の重賞レース
・12/1（土）第29回プリンセスカップ　・12/9（日）第35回北上川大賞典　・12/15（土）第11回寒菊賞　
・12/22（土）第22回白嶺賞　・12/31（月）第38回桐花賞　・1/6（日）第39回金杯　・1/13（日）第13回トウケイニセイ記念

水沢 水　沢 水沢

水　沢 水　沢 水　沢 水　沢 水　沢

〈畜試便り〉
急傾斜牧草地の除染技術の開発

宮城県畜産試験場
東京電力福島第一原子力発電所事故による牧草地の放射性物質汚染は県内畜産経営に深刻な影響を与えて
います。暫定許容値を超える牧草は利用の自粛が要請され、牧草地利用再開のためには反転耕起等による除
染を行うことが必要とされています。県内の牧草地では除染作業が急ピッチで行われていますが、急傾斜地
などでは作業が安全に出来ないことから対応が困難とされています。
このため、独立行政法人　農業・食品産業技術総合研究機構畜産草地研究所では宮城県畜産試験場や福島
県等と共同で、すでに傾斜草地の除草、施肥作業では実用化されている無線操縦のクローラトラクタを利用し、
牧草地の耕うん作業ができるアタッチメントの開発を行うことになりました。
宮城県畜産試験場では県内での適用試験を岩出山牧場内に設定し、９月21日には多くの畜産関係者が参加
して機械作業の公開試験を行いました。（写真１、２）公開したのは急傾斜地用トラクタに合わせて油圧で駆
動するロータリーで、石などに耐えられるように幅広の爪を採用し、砕土の能力を上げるため通常４枚の爪
を６枚にするなど改良してあります。公開試験では牧場内の斜度16度の傾斜牧草地を問題なく耕うんしまし
た。ブローキャスタによる播種作業も予定していましたが降雨のため見送られました。実際の試験は、牧場
内の別な場所でフレールモアによる表層攪拌による方法もあわせて行っています。９月19日に行った耕うん
試験ではロータリ区で空間線量が低下し除染効果が期待できると思われました。
播種後の状況は写真３のとおりで、土壌流亡もなくきれいに発芽しています。今後、除染効果、限界斜度、
作業精度、降雨による土壌流亡程度を明らかにし、一般の乗用トラクタでは耕起作業が困難であった10°〜25°
程度までの傾斜草地での安全で適正な除染作業体系を構築することを目標として研究を進める予定です。

写真１　傾斜地用トラクタと改良ロータリによる作業の様子 写真２　機械メーカーの松山製作所の説明を聞く参加者

写真３　１ヵ月後のロータリ区の状態
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平成25年度宮城県農業大学校
入学生の募集（一般入学試験：後期）

宮城県農業大学校
本校は、農業の近代化と経済社会の発展に対応で
きる、高度な知識・技術を身につけ優れた農業経営
者と農村地域の指導者を育成することをねらいとし
て昭和52年４月に設立された農業大学校です。平成
20年７月には専修学校の機能を付加し、平成21年４
月に校名を「宮城県農業大学校」に変更しました。
平成25年度入学生の一般入学試験（後期）が下記に
より行なわれますので、多数の出願をお待ちしてお
ります。

記
◇募集人員（推薦入学試験分も含む）
畜産学部15名、水田経営学部15名、園芸学部15名、
アグリビジネス学部10名
（注）募集定員を満たした学部は、後期一般入学試

験を実施しないことがあります。後期一般入
学試験の募集人員は１月上旬にホームページ
上に掲載します。

◇受験資格
高等学校卒業者（平成25年３月卒業見込みの者を
含む）又はこれと同等以上の学力があると認めら
れ、本県農業の振興に貢献する意欲がある者
◇募集期間
平成25年１月18日（金）〜平成25年１月31日（木）

当日消印有効
◇試験日時
平成25年２月18日（月）午前８時45分〜
◇合格発表日　平成25年２月22日（金）午前10時
◇試験場所　宮城県農業大学校名取教場
◇試験科目　①筆記試験

・必須科目（60分）　国語総合
・選択科目（60分）
数学Ⅰ、生物Ⅰ、農業科学基礎か
ら１科目を選択

・小論文（60分　800字）
②面接試験　・個人面接（15分程度）

◇専修学校のメリット
①卒業生に「専門士（農業専門課程）」の称号が
付与されます。

②卒業生の４年制大学への３年次編入学が可能と
なります。

◇奨学金制度
①本大学校を卒業後、就農を予定されている方
は、社団法人「宮城県農業公社」から奨学金
（1.5万円／月）の支給を受けることができます。
（※宮城県内に４年以上就農しない場合は返還
の必要があります。）
また、就農支援資金（５万円／月以内・無利

子）の貸付を受けることができます。卒業後、
宮城県内に４年以上就農した場合は、特典とし
て月借入額の1/3以内の償還が免除されます。

②（独）日本学生支援機構の奨学金制度が利用で
きます。

※詳しくは、宮城県農業大学校教務部学生班・教務
班（電話０２２−３８３−８１３８）までお問い
合わせください。

2012東日本ディリーショー
受賞結果　

宮城県ホルスタイン改良同志会
秋空のもと、平成24年10月30日（火）岩手県葛巻
町くずまき高原牧場体験交流センターにおいて盛大
に開催されました。
宮城県からは16頭を出品し、家畜改良事業団十勝
種雄牛センター福屋茂生氏により審査が行われまし
た。宮城県農業高等学校の出品牛ミヤノウ　シー
バー　サニー号が３部でクラストップに輝くなど、
16頭中９頭が入賞いたしました。
宮城県入賞牛は下記のとおりです。

記
ベビー部３席　ミヤノウ　ゴールドロイ　レジェンド
　　　　名取市　　宮城県農業高等学校
第１部４席　アイスヴィレッジ　クルーズ　ボーイ
　　　　栗原市　　㈲小山牧場
第１部５席　アイスヴィレッジ　タレント　チャリティー
　　　　栗原市　　㈲小山牧場
第２部３席　インサイドベイ　ライルヘブン　バービー
　　　　東松島市　内海一善　氏
第３部１席　ミヤノウ　シーバー　サニー
　　　　名取市　　宮城県農業高等学校
第３部３席　ワイシー　フィーバー　ビースター
　　　　加美町　　千葉義文　氏
第７部５席　ゴールデンファーム　マセラティ　ソル
　　　　栗原市　　砂金篤孝　氏
第10部４席　ウッディランド　リヴェレスト　グランド
　　　　角田市　　㈲渡辺ファーム
第13部４席　ブラメリア　エイチエル　ジェイエス　プリン
　　　　丸森町　　㈲半澤牧場

宮城県農業高等学校出品牛（ミヤノウ シーバー サニー号）
（家畜改良課　柴田耕太郎）
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〈衛生便り〉
牛ヨーネ病について

北部地方振興事務所　　　
栗原地域事務所畜産振興部

ヨーネ病は、ヨーネ菌（Mycobacterium	avium	
subsp.	paratuberculosis）の経口感染等によって起
こる牛、めん羊、山羊などに慢性で頑固な間欠性下
痢、乳量低下、削痩等を引き起こす細菌性の家畜伝
染病のひとつです。肉用牛、乳用牛に対して早期廃
用や乳生産性低下、体重増加率の減少により、大き
な経済的損害を与えています。昭和５年に英国から
輸入された牛により、日本国内に侵入しました。昭
和46年に家畜伝染病予防法の法定伝染病に指定さ
れ、昭和56年以降、次第に発生が増加し、現在では
毎年全国的に発生しています。
宮城県では平成13年度から家畜伝染病予防法に基
づき、乳用牛全戸全頭を対象とした検査を開始して、
11年が経過しました。また、平成22年度からは肉用
繁殖雌牛のヨーネ病定期検査を開始しています。検
査体制は５年に１回です。県内では平成23年度まで
に乳用牛で85頭、肉用牛で54頭の発生がありました。
ヨーネ病が発生したときには、エライザ検査、糞
便培養、又はリアルタイムPCR法を４ヶ月間隔で４
回実施します。下痢、削痩などの臨床症状及び継続
発生がみられないときには、清浄農場になります。
発生確認時に当該患畜の発症（下痢、削痩等）を認
めた場合には、２年後、３年後にも検査を実施しま
す。検査中に継続発生を確認した場合は、その日か
ら起算し、再度４ヶ月目から３年目まで検査を継続
しなければなりません。
今後とも関係機関との連絡を密にして、早期発見、
淘汰、まん延防止に努めて参りたいと思います。現
在、ワクチンによる予防法も、化学療法による治療
法もありません。本病の防疫対策には、患畜及び保
菌牛の摘発、殺処分及び汚染物の徹底した消毒が有
効です。農家の皆様には日頃から家畜伝染病予防法
の飼養衛生管理基準の遵守をお願いします。

（畜産振興班　千葉将彦）

〈農業大学校生の抱負〉
先進農業体験学習を振り返って

宮城県農業大学校畜産学部１学年
畜産学部　菅原　美咲
私の出身地は仙台市です。非
農家ですが幼い頃から動物が大
好きで迷わず宮城県農業高等学
校に入り、農業科で畜産を専攻
し飼養管理から家畜の命と向き
合ってきました。また、もっと
畜産の知識や技術を学び将来に

繋げたいと思い農業大学校に入学しました。農業大
学校ではより専門的な講義、実習を行い、９月には
先進農業体験実習で、実践的に農家さんの暮らしを
知ることができました。
先進農業体験学習では、高校で酪農を専攻したこ
ともあり、また酪農家の生活や経営内容を実践的に
学びたいと思い酪農を希望しました。派遣先農家は
川崎町で酪農を営んでいる小林郁恵さんの牧場でお
世話になりました。
酪農家の作業は、高校での実習とは違い、毎日基
本的に同じ時間帯の流れで作業を行います。飼養管
理から搾乳作業や機械運転も体験させていただき、
特に、給餌車を使った作業は初めはぶつかりそうに
なったり与える量に差が出てしまったりと難しかっ
たのですが、毎日乗っていくうちに最後には、大体
平均にスムーズに給餌を行えるようになりました。
また、研修中にお産に立会い、足を引っ張り出す
お手伝いもさせていただきました。初めての事だっ
たので、とても貴重な体験ができました。実習は初
めは作業に慣れるまで朝や時間の使い方など大変で
したが、とても充実した毎日となり勉強になりまし
た。
派遣先農家の小林さんには33日間、酪農の飼養管
理技術など、懇切丁寧な御指導をいただき、誠にあ
りがとうございました。
今回の体験実習で学んだことを将来に生かしてい
き、学校生活でより知識と技術を学んでいきたいと
思います。
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